
第68回岡山県美術展覧会

第4部　　書道　（かな）　部門　入賞・入選者一覧

作品番号 賞名 出品者名 市町村名 展示区分

００３７ 山陽新聞社大賞 冨岡 閑香 総社市 Ⅰ・Ⅱ期

１５１２ 高木聖鶴賞 藤原 みゆき 笠岡市 Ⅰ・Ⅱ期

１１１０ 岡山県教育長賞 文屋 雅子 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１４５１ 県展特別賞 有井 君子 備前市 Ⅰ・Ⅱ期

１７３０ 県展特別賞 梶原 公子 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１６８３ 県展特別賞 木南 清泉 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１０７４ 県展特別賞 物部 光子 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１２５７ 桃花賞 梶原 敬玉 瀬戸内市 Ⅰ・Ⅱ期

１２９０ 桃花賞 三宅 彩舟 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１３８２ 桃花賞 三宅 藍月 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

１５１５ 桃花賞 柳本 康江 井原市 Ⅰ・Ⅱ期

１２４４ 地域奨励賞 内藤 芳蘭 津山市 Ⅰ・Ⅱ期

１０１８ 県展賞 青木 泉 井原市 Ⅰ・Ⅱ期

１８１３ 県展賞 井上 紅玉 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

１６９６ 県展賞 岩﨑 正子 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１５９５ 県展賞 植月 満 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１００４ 県展賞 岡 皓子 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１４５０ 県展賞 岡﨑 千秋 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１４９３ 県展賞 沖 愛子 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１４４３ 県展賞 小田 杉径 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１８５３ 県展賞 貝原 碩子 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１８０３ 県展賞 笠井 慶子 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１３８４ 県展賞 亀山 祥月 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

１４４５ 県展賞 菅 碆舟 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１３９６ 県展賞 黒目 京子 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

１４３８ 県展賞 合地 多賀子 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１２５６ 県展賞 斉藤 華月 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１０２２ 県展賞 斉藤 豊子 井原市 Ⅰ・Ⅱ期

１０７１ 県展賞 斎藤 緑 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１４９０ 県展賞 武久 柳峰 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１８７４ 県展賞 田尻 雅代 津山市 Ⅰ・Ⅱ期

１３６１ 県展賞 鶴川 美華 瀬戸内市 Ⅰ・Ⅱ期

１４５２ 県展賞 寺谷 和子 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１１９３ 県展賞 冨岡 順子 総社市 Ⅰ・Ⅱ期

１７８２ 県展賞 永瀬 通子 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

１７０５ 県展賞 中山 恭代 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１４６３ 県展賞 原 夢華 瀬戸内市 Ⅰ・Ⅱ期

１５２２ 県展賞 原田 友子 井原市 Ⅰ・Ⅱ期
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１２８９ 県展賞 平松 円游 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

１５３２ 県展賞 福武 静江 笠岡市 Ⅰ・Ⅱ期

１３０８ 県展賞 森谷 美知子 井原市 Ⅰ・Ⅱ期

１０９９ 県展賞 森安 敏子 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１４２３ 県展賞 山本 煌月 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

１６６８ 県展賞 吉田 泉華 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１７３５ 奨励賞 秋田 秋園 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

１８０２ 奨励賞 家野 充枝 瀬戸内市 Ⅰ・Ⅱ期

１７７２ 奨励賞 井上 和恵 矢掛町 Ⅰ・Ⅱ期

１４６９ 奨励賞 今宮 香央里 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１７４２ 奨励賞 大西 昇玉 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１７９４ 奨励賞 大森 久子 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１３４６ 奨励賞 岡本 恵子 里庄町 Ⅰ・Ⅱ期

１４４７ 奨励賞 奥田 幸江 赤磐市 Ⅰ・Ⅱ期

１６９４ 奨励賞 越智 多圭子 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１４９６ 奨励賞 亀川 孝子 浅口市 Ⅰ・Ⅱ期

１０９３ 奨励賞 絹田 雅子 美作市 Ⅰ・Ⅱ期

１８７６ 奨励賞 国定 舟華 和気町 Ⅰ・Ⅱ期

１０９１ 奨励賞 河本 菖舟 真庭市 Ⅰ・Ⅱ期

１０８３ 奨励賞 近藤 香松 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１８１２ 奨励賞 佐藤 泰仙 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

１２６２ 奨励賞 柴田 香玉 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

１３９７ 奨励賞 島田 香雨 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

１３５０ 奨励賞 島本 陽子 笠岡市 Ⅰ・Ⅱ期

１４８６ 奨励賞 髙塚 春苑 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１５４４ 奨励賞 津組 真耶 井原市 Ⅰ・Ⅱ期

１１７６ 奨励賞 坪田 英子 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１４３２ 奨励賞 中嶋 礼子 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１３５７ 奨励賞 中田 智美 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１４５５ 奨励賞 中西 雅代 高梁市 Ⅰ・Ⅱ期

１８５５ 奨励賞 那須 真知子 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１７７０ 奨励賞 西尾 武範 津山市 Ⅰ・Ⅱ期

１４２８ 奨励賞 八田 松鶴 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

１８７８ 奨励賞 福田 美蔭 津山市 Ⅰ・Ⅱ期

１３５８ 奨励賞 文 京子 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１３３２ 奨励賞 細川 由起 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１１０４ 奨励賞 松岡 英子 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１１５４ 奨励賞 松久 翠舟 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１７１０ 奨励賞 的場 奈央子 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１２９２ 奨励賞 光畑 煌舟 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期

１１１９ 奨励賞 宗政 富美男 岡山市 Ⅰ・Ⅱ期
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１５４９ 奨励賞 村上 史子 浅口市 Ⅰ・Ⅱ期

１０１９ 奨励賞 柳本 順子 井原市 Ⅰ・Ⅱ期

１４２９ 奨励賞 若狭 粋月 倉敷市 Ⅰ・Ⅱ期

１３７２ 入選 青山 和子 岡山市 Ⅱ期

１０６５ 入選 赤木 恵津子 岡山市 Ⅰ期

１７９２ 入選 赤木 清音 備前市 Ⅱ期

１５５５ 入選 秋田 文子 笠岡市 Ⅱ期

１５３１ 入選 秋田 愛美 笠岡市 Ⅱ期

１２６９ 入選 秋山 紫雲 倉敷市 Ⅰ期

１４６４ 入選 秋山 弘子 岡山市 Ⅱ期

１６８５ 入選 朝倉 八千代 瀬戸内市 Ⅱ期

１１９４ 入選 東 龍治 岡山市 Ⅰ期

１８３２ 入選 阿部 美佐子 岡山市 Ⅱ期

１３８７ 入選 雨宮 洋園 倉敷市 Ⅱ期

１８４３ 入選 有田 育子 岡山市 Ⅱ期

１３４０ 入選 有行 紫香 岡山市 Ⅱ期

１０８７ 入選 有吉 柏翠 倉敷市 Ⅰ期

１０６７ 入選 安藤 直美 岡山市 Ⅰ期

１７９６ 入選 安藤 真由美 倉敷市 Ⅱ期

１２９５ 入選 井川 弓子 倉敷市 Ⅰ期

１６８２ 入選 池田 朱実 井原市 Ⅱ期

１７９９ 入選 池田 玉峰 早島町 Ⅱ期

１７６５ 入選 池田 博美 矢掛町 Ⅱ期

１５９７ 入選 池渕 育子 津山市 Ⅱ期

１０８９ 入選 石故 晴舟 真庭市 Ⅰ期

１８３６ 入選 石坂 陽子 吉備中央町 Ⅱ期

１４６６ 入選 石原 富貴 岡山市 Ⅱ期

１７８９ 入選 磯﨑 朝光 岡山市 Ⅱ期

１３０６ 入選 板野 千恵子 岡山市 Ⅱ期

１１２２ 入選 板野 優華 岡山市 Ⅰ期

１０７０ 入選 板野 陽子 岡山市 Ⅰ期

１５５７ 入選 井辻 典子 矢掛町 Ⅱ期

１００１ 入選 出井 孝子 岡山市 Ⅰ期

１８６９ 入選 井上 秋江 和気町 Ⅱ期

１１５１ 入選 井上 圭介 岡山市 Ⅰ期

１３００ 入選 井上 靖舟 岡山市 Ⅰ期

１６００ 入選 井上 千恵子 岡山市 Ⅱ期

１１５７ 入選 猪木 祐希 井原市 Ⅰ期

１５４０ 入選 猪原 保恵 井原市 Ⅱ期

１５１４ 入選 井原 瑠音 里庄町 Ⅱ期

１４５４ 入選 今田 幸子 岡山市 Ⅱ期
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１０８０ 入選 今田 順子 倉敷市 Ⅰ期

１４３３ 入選 今中 由子 岡山市 Ⅱ期

１７５８ 入選 入江 史代 備前市 Ⅱ期

１７８４ 入選 岩崎 恭子 矢掛町 Ⅱ期

１４４９ 入選 岩藤 雅舟 岡山市 Ⅱ期

１７８０ 入選 井辺 章子 津山市 Ⅱ期

１１５９ 入選 植田 朱音 井原市 Ⅰ期

１１６１ 入選 植田 悠斗 井原市 Ⅰ期

１４３９ 入選 内池 昭子 岡山市 Ⅱ期

１４５７ 入選 内田 桂順 倉敷市 Ⅱ期

１５５８ 入選 内田 富子 矢掛町 Ⅱ期

１４３４ 入選 浦上 玉智代 岡山市 Ⅱ期

１５４５ 入選 江木 澄子 矢掛町 Ⅱ期

１００５ 入選 江國 美加子 岡山市 Ⅰ期

１１０９ 入選 大石 清子 岡山市 Ⅰ期

１２２１ 入選 大賀 一生 玉野市 Ⅰ期

１７３１ 入選 大倉 百合恵 津山市 Ⅱ期

１３７０ 入選 太田 久美 岡山市 Ⅱ期

１０９５ 入選 太田 千江 岡山市 Ⅰ期

１３６２ 入選 太田 靖子 岡山市 Ⅱ期

１５１７ 入選 大島 弘子 笠岡市 Ⅱ期

１１０２ 入選 大深 良子 岡山市 Ⅰ期

１２９４ 入選 大村 晃舟 岡山市 Ⅰ期

１３１２ 入選 大室 順子 浅口市 Ⅱ期

１４２４ 入選 大本 寿扇 赤磐市 Ⅱ期

１１００ 入選 大森 敦子 岡山市 Ⅰ期

１７９１ 入選 大森 富子 倉敷市 Ⅱ期

１４７２ 入選 大森 信子 岡山市 Ⅱ期

１５２８ 入選 岡田 晃子 笠岡市 Ⅱ期

１４９７ 入選 岡部 操 岡山市 Ⅱ期

１２９６ 入選 岡室 百合江 岡山市 Ⅰ期

１４２７ 入選 岡本 研作 倉敷市 Ⅱ期

１３６５ 入選 岡本 美惠子 岡山市 Ⅱ期

１０８５ 入選 岡本 玲 岡山市 Ⅰ期

１３７４ 入選 岡本 玲子 岡山市 Ⅱ期

１３２８ 入選 小川 直美 井原市 Ⅱ期

１５２５ 入選 小川 のぞみ 笠岡市 Ⅱ期

１２６４ 入選 小倉 千津子 総社市 Ⅰ期

１５９６ 入選 尾坂 雍子 岡山市 Ⅱ期

１３６０ 入選 小田 昭子 岡山市 Ⅱ期

１２６３ 入選 小田 佳苑 吉備中央町 Ⅰ期
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１１１７ 入選 小田 由美子 岡山市 Ⅰ期

１０８８ 入選 小野 知恵 岡山市 Ⅰ期

１０２４ 入選 小埜 ともえ 岡山市 Ⅰ期

１６０１ 入選 小野 知江 倉敷市 Ⅱ期

１７５３ 入選 小野 南溪 倉敷市 Ⅱ期

１３２３ 入選 折橋 章子 笠岡市 Ⅱ期

１７３６ 入選 加賀 翠光 浅口市 Ⅱ期

１３１６ 入選 柿並 彩月 玉野市 Ⅱ期

１２７０ 入選 片岡 静 総社市 Ⅰ期

１２７２ 入選 片岡 弘子 総社市 Ⅰ期

１７６８ 入選 片岡 丸恵 矢掛町 Ⅱ期

１３０３ 入選 片山 燕舟 井原市 Ⅱ期

１５０３ 入選 片山 初子 矢掛町 Ⅱ期

１４８８ 入選 門 幸枝 岡山市 Ⅱ期

１７１２ 入選 金尾 弘美 瀬戸内市 Ⅱ期

１０７２ 入選 金草 加津子 岡山市 Ⅰ期

１４７４ 入選 金谷 正子 倉敷市 Ⅱ期

１１７７ 入選 金光 薫 瀬戸内市 Ⅰ期

１７１３ 入選 金子 裕香 岡山市 Ⅱ期

１２３３ 入選 金田 玲香 総社市 Ⅰ期

１７２４ 入選 金利 芳枝 岡山市 Ⅱ期

１５９４ 入選 神元 孝園 倉敷市 Ⅱ期

１５２６ 入選 亀井 廣子 倉敷市 Ⅱ期

１４８３ 入選 蒲生 春優 倉敷市 Ⅱ期

１３５６ 入選 川井 公子 岡山市 Ⅱ期

１７０１ 入選 川口 映子 岡山市 Ⅱ期

１０３０ 入選 川口 理恵 岡山市 Ⅰ期

１８２１ 入選 川﨑 裕貴 倉敷市 Ⅱ期

１０９２ 入選 川田 香苑 倉敷市 Ⅰ期

１１２４ 入選 河村 脩介 岡山市 Ⅰ期

１５４７ 入選 川本 遥 里庄町 Ⅱ期

１４８４ 入選 川本 美千子 総社市 Ⅱ期

１２５４ 入選 勘藤 和玉 高梁市 Ⅰ期

１４２２ 入選 木内 玉峰 倉敷市 Ⅱ期

１７２６ 入選 菊池 三千子 岡山市 Ⅱ期

１１５２ 入選 木坂 怜 井原市 Ⅰ期

１７２２ 入選 岸上 登志枝 岡山市 Ⅱ期

１７１５ 入選 岸田 雅玉 岡山市 Ⅱ期

１６４０ 入選 岸田 佳恵 岡山市 Ⅱ期

１３０５ 入選 岸本 紀舟 岡山市 Ⅱ期

１４８１ 入選 岸本 茂子 倉敷市 Ⅱ期
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１３６７ 入選 岸本 美恵子 岡山市 Ⅱ期

１７２８ 入選 北垣 亜希 岡山市 Ⅱ期

１４７１ 入選 北村 君子 岡山市 Ⅱ期

１６９８ 入選 木村 明美 岡山市 Ⅱ期

１８３５ 入選 清野 宗治 岡山市 Ⅱ期

１８７３ 入選 日下 美子 美作市 Ⅱ期

１７２１ 入選 楠 千鶴子 岡山市 Ⅱ期

１４３１ 入選 朽木 祥蘭 倉敷市 Ⅱ期

１４８７ 入選 国定 裕子 岡山市 Ⅱ期

１３０２ 入選 久保田 史恵 岡山市 Ⅱ期

１０１４ 入選 熊谷 栄子 井原市 Ⅰ期

１６８７ 入選 熊谷 優紀 倉敷市 Ⅱ期

１０９７ 入選 熊沢 嘉子 岡山市 Ⅰ期

１８６６ 入選 雲岡 和美 岡山市 Ⅱ期

１７８５ 入選 黒瀬 智子 岡山市 Ⅱ期

１０２１ 入選 桑田 公江 井原市 Ⅰ期

１１１２ 入選 結家 皷舟 真庭市 Ⅰ期

１０９０ 入選 小池 佳連 津山市 Ⅰ期

１１１１ 入選 髙坂 つた子 岡山市 Ⅰ期

１１９２ 入選 河本 泉舟 真庭市 Ⅰ期

１２２６ 入選 香山 純子 岡山市 Ⅰ期

１４２５ 入選 粉川 清光 総社市 Ⅱ期

１０７８ 入選 國府 宏 倉敷市 Ⅰ期

１０７３ 入選 國米 絵意子 津山市 Ⅰ期

１４４６ 入選 小坂 恵 岡山市 Ⅱ期

１１５６ 入選 小峪 千草 津山市 Ⅰ期

１７４９ 入選 古城 洋園 倉敷市 Ⅱ期

１５４１ 入選 小谷 歩 井原市 Ⅱ期

１５１９ 入選 小寺 礼乃 笠岡市 Ⅱ期

１５３５ 入選 小寺 津代子 笠岡市 Ⅱ期

１５１１ 入選 小寺 朋子 笠岡市 Ⅱ期

１３５５ 入選 小橋 佳代子 倉敷市 Ⅱ期

１３８６ 入選 小橋 敬月 倉敷市 Ⅱ期

１０１６ 入選 小林 光華 井原市 Ⅰ期

１３８９ 入選 小原 忠士 倉敷市 Ⅱ期

１７３３ 入選 近田 康江 岡山市 Ⅱ期

１１９７ 入選 近藤 一枝 岡山市 Ⅰ期

１６９９ 入選 近藤 真弘 岡山市 Ⅱ期

１５２７ 入選 斉藤 美恵子 笠岡市 Ⅱ期

１１７４ 入選 坂田 つた江 岡山市 Ⅰ期

１２７１ 入選 坂本 勝代 総社市 Ⅰ期
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１０２６ 入選 坂本 桂子 笠岡市 Ⅰ期

１３５２ 入選 坂本 恵子 笠岡市 Ⅱ期

１４３７ 入選 坂本 望 玉野市 Ⅱ期

１０１３ 入選 崎谷 陽子 井原市 Ⅰ期

１０７５ 入選 桜田 悦穂 岡山市 Ⅰ期

１３６９ 入選 佐小田 和美 瀬戸内市 Ⅱ期

１５２１ 入選 佐近 雅子 井原市 Ⅱ期

１６４２ 入選 笹谷 美佳 岡山市 Ⅱ期

１３８５ 入選 佐田野 香鶴 倉敷市 Ⅱ期

１１５５ 入選 定本 美雪 岡山市 Ⅰ期

１３３０ 入選 佐藤 桂香 井原市 Ⅱ期

１５２０ 入選 佐藤 淳子 井原市 Ⅱ期

１０７７ 入選 佐藤 光世 岡山市 Ⅰ期

１７３７ 入選 佐野 泰翠 総社市 Ⅱ期

１１０５ 入選 佐野 花子 岡山市 Ⅰ期

１２２９ 入選 澤田 進子 岡山市 Ⅰ期

１３７５ 入選 塩見 賀世子 岡山市 Ⅱ期

１４６０ 入選 塩見 尚子 岡山市 Ⅱ期

１２３２ 入選 塩見 和佳 総社市 Ⅰ期

１４２０ 入選 茂成 禎子 岡山市 Ⅱ期

１６８１ 入選 重平 浩子 倉敷市 Ⅱ期

１２５５ 入選 清水 禮子 総社市 Ⅰ期

１２３９ 入選 庄司 和代 津山市 Ⅰ期

１０３１ 入選 白髪 かおる 岡山市 Ⅰ期

１４５３ 入選 白神 礼子 倉敷市 Ⅱ期

１８７０ 入選 白取 元峰 津山市 Ⅱ期

１０２９ 入選 白髭 幸子 岡山市 Ⅰ期

１７５２ 入選 新 美峰 倉敷市 Ⅱ期

１２４０ 入選 須江 虹華 津山市 Ⅰ期

１４１８ 入選 末岡 さち子 岡山市 Ⅱ期

１３４３ 入選 末竹 麗乃 笠岡市 Ⅱ期

１７２７ 入選 菅 文惠 岡山市 Ⅱ期

１７３２ 入選 杉岡 俊子 倉敷市 Ⅱ期

１１６８ 入選 杉谷 妙子 岡山市 Ⅰ期

１１９５ 入選 杉原 由美子 鏡野町 Ⅰ期

１０２７ 入選 杉本 典子 岡山市 Ⅰ期

１５４６ 入選 鈴木 佐恵子 笠岡市 Ⅱ期

１５１６ 入選 鈴木 静江 笠岡市 Ⅱ期

１３７６ 入選 砂田 裕子 岡山市 Ⅱ期

１８５１ 入選 角南 知子 岡山市 Ⅱ期

１３２７ 入選 角南 利佳 笠岡市 Ⅱ期

Page 7



１３９８ 入選 須磨 香風 倉敷市 Ⅱ期

１４６８ 入選 駿河 敦子 岡山市 Ⅱ期

１３９９ 入選 洲脇 香玉 倉敷市 Ⅱ期

１００２ 入選 曽根 典子 岡山市 Ⅰ期

１３２５ 入選 園部 和子 笠岡市 Ⅱ期

１７００ 入選 髙木 政子 岡山市 Ⅱ期

１１２０ 入選 髙木 緑 岡山市 Ⅰ期

１０２０ 入選 高木 好子 笠岡市 Ⅰ期

１４８９ 入選 高階 尚子 総社市 Ⅱ期

１０６９ 入選 髙島 みどり 岡山市 Ⅰ期

１０１７ 入選 髙田 圭子 里庄町 Ⅰ期

１２６０ 入選 髙田 仁子 総社市 Ⅰ期

１３０４ 入選 高田 裕子 倉敷市 Ⅱ期

１３５９ 入選 髙津 住子 岡山市 Ⅱ期

１６９３ 入選 高場 祥子 岡山市 Ⅱ期

１７３８ 入選 高橋 寛山 岡山市 Ⅱ期

１３４１ 入選 髙橋 孤舟 浅口市 Ⅱ期

１４８５ 入選 髙橋 紫翠 倉敷市 Ⅱ期

１１６４ 入選 高原 愛梨 井原市 Ⅰ期

１８４９ 入選 竹入 須美子 岡山市 Ⅱ期

１５３８ 入選 武川 奈央子 岡山市 Ⅱ期

１３６３ 入選 武田 尚 岡山市 Ⅱ期

１２４２ 入選 武田 鳳花 津山市 Ⅰ期

１１９６ 入選 武田 祥江 岡山市 Ⅰ期

１００９ 入選 武本 孝子 岡山市 Ⅰ期

１３９０ 入選 太宰 蒼月 岡山市 Ⅱ期

１７８１ 入選 伹馬 千世 真庭市 Ⅱ期

１８６５ 入選 多田 早織 岡山市 Ⅱ期

１８３８ 入選 多田 佐知子 岡山市 Ⅱ期

１３７３ 入選 田中 恵美子 赤磐市 Ⅱ期

１０２３ 入選 田邊 絹惠 井原市 Ⅰ期

１６７７ 入選 田邉 純子 岡山市 Ⅱ期

１３４４ 入選 田邊 玲子 笠岡市 Ⅱ期

１１６０ 入選 谷 悠生 井原市 Ⅰ期

１８０６ 入選 谷口 清園 倉敷市 Ⅱ期

１３７８ 入選 谷口 瞳 赤磐市 Ⅱ期

１１６２ 入選 谷本 朋香 井原市 Ⅰ期

１８５４ 入選 谷脇 千春 備前市 Ⅱ期

１４４８ 入選 近行 正昭 岡山市 Ⅱ期

１５１８ 入選 千葉 美穂 岡山市 Ⅱ期

１２９９ 入選 佃 寿舟 井原市 Ⅰ期
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１２９１ 入選 槌田 桂舟 岡山市 Ⅰ期

１２６５ 入選 土田 照子 高梁市 Ⅰ期

１７０７ 入選 筒井 幸子 岡山市 Ⅱ期

１１１４ 入選 常光 守香 岡山市 Ⅰ期

１８７１ 入選 寺尾 和子 和気町 Ⅱ期

１８７７ 入選 寺尾 陽子 和気町 Ⅱ期

１４９２ 入選 土井 ゆみ子 岡山市 Ⅱ期

１０９６ 入選 東内 荘舟 津山市 Ⅰ期

１２９７ 入選 徳田 智恵子 倉敷市 Ⅰ期

１４３６ 入選 德山 孝枝 岡山市 Ⅱ期

１４７３ 入選 友谷 春峰 岡山市 Ⅱ期

１８１１ 入選 友野 和翠 浅口市 Ⅱ期

１７７１ 入選 鳥越 範子 矢掛町 Ⅱ期

１７４５ 入選 長尾 薫 倉敷市 Ⅱ期

１７９７ 入選 長尾 雅峰 倉敷市 Ⅱ期

１２４１ 入選 中川 凜香 津山市 Ⅰ期

１３５４ 入選 中桐 睦子 倉敷市 Ⅱ期

１０１０ 入選 中黒 美恵 井原市 Ⅰ期

１０７６ 入選 中島 渓舟 岡山市 Ⅰ期

１１１３ 入選 中島 咲良 岡山市 Ⅰ期

１４５６ 入選 中島 秀桂 岡山市 Ⅱ期

１１２３ 入選 中島 莉良 岡山市 Ⅰ期

１４１９ 入選 中須賀 由佳 岡山市 Ⅱ期

１５０８ 入選 仲田 朝恵 井原市 Ⅱ期

１６４３ 入選 中田 照子 岡山市 Ⅱ期

１８０４ 入選 中田 泰子 倉敷市 Ⅱ期

１７７９ 入選 長瀧 なな絵 津山市 Ⅱ期

１２４５ 入選 中塚 香華 津山市 Ⅰ期

１３６４ 入選 中塚 智子 岡山市 Ⅱ期

１２９８ 入選 永野 磨舟 岡山市 Ⅰ期

１５５６ 入選 中村 文春 矢掛町 Ⅱ期

１１１６ 入選 中村 未奈 岡山市 Ⅰ期

１７５０ 入選 中本 和翆 倉敷市 Ⅱ期

１７５９ 入選 難波 周芳 高梁市 Ⅱ期

１３６８ 入選 難波 節子 玉野市 Ⅱ期

１８７５ 入選 南波 好子 津山市 Ⅱ期

１０１２ 入選 西江 亜紀子 井原市 Ⅰ期

１３８３ 入選 西尾 雅也 岡山市 Ⅱ期

１５９８ 入選 西川 泰子 岡山市 Ⅱ期

１８４０ 入選 西山 房子 岡山市 Ⅱ期

１４００ 入選 野上 江泉 岡山市 Ⅱ期
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１３５３ 入選 野﨑 久雨 瀬戸内市 Ⅱ期

１２３４ 入選 野瀨 晶苑 総社市 Ⅰ期

１４６７ 入選 野瀬 進 岡山市 Ⅱ期

１１２１ 入選 野村 秩賀希 岡山市 Ⅰ期

１７０２ 入選 野本 瑞子 岡山市 Ⅱ期

１５３６ 入選 則清 理江 笠岡市 Ⅱ期

１００８ 入選 萩原 万瓏 岡山市 Ⅰ期

１８４５ 入選 橋本 亜紀恵 瀬戸内市 Ⅱ期

１１９８ 入選 橋本 鈴枝 岡山市 Ⅰ期

１４５８ 入選 橋本 美恵子 岡山市 Ⅱ期

１５５２ 入選 長谷川 晶美 矢掛町 Ⅱ期

１４５９ 入選 長谷川 泰子 倉敷市 Ⅱ期

１６７８ 入選 羽田 貴子 倉敷市 Ⅱ期

１７７６ 入選 畑 美幸 津山市 Ⅱ期

１８２４ 入選 畠 綾菜 赤磐市 Ⅱ期

１２３７ 入選 服部 晴翠 総社市 Ⅰ期

１６９０ 入選 服部 節子 総社市 Ⅱ期

１３３１ 入選 花田 梅泉 倉敷市 Ⅱ期

１４４１ 入選 花房 典子 岡山市 Ⅱ期

１６９１ 入選 林 敦子 瀬戸内市 Ⅱ期

１４２６ 入選 林 光嶂 倉敷市 Ⅱ期

１７１４ 入選 林 孝子 岡山市 Ⅱ期

１４２１ 入選 林 斗龍 岡山市 Ⅱ期

１５９９ 入選 林 裕子 岡山市 Ⅱ期

１０８４ 入選 原 桂舟 倉敷市 Ⅰ期

１１４９ 入選 原 翠紅 倉敷市 Ⅰ期

１１９１ 入選 原田 和枝 岡山市 Ⅰ期

１５４８ 入選 原田 惠子 笠岡市 Ⅱ期

１６８６ 入選 原田 惠子 岡山市 Ⅱ期

１８５２ 入選 樋口 朝野 岡山市 Ⅱ期

１３４５ 入選 久田 佳舟 井原市 Ⅱ期

１５９２ 入選 雛元 豊美 高梁市 Ⅱ期

１０６６ 入選 樋本 実度里 岡山市 Ⅰ期

１１９０ 入選 平田 華陽 倉敷市 Ⅰ期

１６７１ 入選 平田 幸子 総社市 Ⅱ期

１２６６ 入選 平田 美知子 高梁市 Ⅰ期

１０８６ 入選 平松 宗湖 倉敷市 Ⅰ期

１３３９ 入選 平松 真寿子 倉敷市 Ⅱ期

１７５６ 入選 深谷 彩香 備前市 Ⅱ期

１１０８ 入選 福井 文枝 岡山市 Ⅰ期

１７８７ 入選 福島 陽子 岡山市 Ⅱ期
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１４７５ 入選 福田 昌子 岡山市 Ⅱ期

１５２９ 入選 福武 志奈江 笠岡市 Ⅱ期

１３３３ 入選 福武 順子 倉敷市 Ⅱ期

１７２５ 入選 福原 和子 岡山市 Ⅱ期

１７６６ 入選 房延 悦子 倉敷市 Ⅱ期

１０３２ 入選 藤井 真理子 岡山市 Ⅰ期

１８５０ 入選 藤川 暎二 玉野市 Ⅱ期

１４７９ 入選 藤沢 和美 倉敷市 Ⅱ期

１２６８ 入選 藤森 弘子 高梁市 Ⅰ期

１６７５ 入選 藤原 修悟 浅口市 Ⅱ期

１４０１ 入選 藤原 明峰 岡山市 Ⅱ期

１０６３ 入選 船越 重子 岡山市 Ⅰ期

１４４０ 入選 舩曵 直美 岡山市 Ⅱ期

１５１０ 入選 古川 和佐枝 井原市 Ⅱ期

１３１３ 入選 細羽 峯子 井原市 Ⅱ期

１０６２ 入選 堀家 美保子 岡山市 Ⅰ期

１４９４ 入選 本郷 純江 岡山市 Ⅱ期

１１７３ 入選 前 美穂子 岡山市 Ⅰ期

１４７７ 入選 前田 ひとみ 岡山市 Ⅱ期

１３３５ 入選 桝平 香舟 笠岡市 Ⅱ期

１３８８ 入選 俣野 浩志 倉敷市 Ⅱ期

１４１７ 入選 松井 優美子 岡山市 Ⅱ期

１２５９ 入選 松川 桂香 岡山市 Ⅰ期

１１１８ 入選 松嶋 絵梨 岡山市 Ⅰ期

１７４７ 入選 松原 可奈子 岡山市 Ⅱ期

１６０３ 入選 松原 康子 岡山市 Ⅱ期

１４９５ 入選 松本 悦子 倉敷市 Ⅱ期

１８０１ 入選 松本 晴翠 倉敷市 Ⅱ期

１７４４ 入選 松本 依子 岡山市 Ⅱ期

１４６５ 入選 間野 育子 総社市 Ⅱ期

１４６１ 入選 眞野 智美 赤磐市 Ⅱ期

１７０４ 入選 万代 芳栄 岡山市 Ⅱ期

１１６７ 入選 三浦 雅子 岡山市 Ⅰ期

１６６６ 入選 美木 篁月 瀬戸内市 Ⅱ期

１５３０ 入選 三島 千寿 笠岡市 Ⅱ期

１８１０ 入選 水島 菜月 倉敷市 Ⅱ期

１０９８ 入選 水島 当子 岡山市 Ⅰ期

１７５７ 入選 三井 悦子 備前市 Ⅱ期

１５２４ 入選 光枝 眞弓 笠岡市 Ⅱ期

１５９３ 入選 光実 隆子 岡山市 Ⅱ期

１２２５ 入選 三村 恵翠 備前市 Ⅰ期
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１３０１ 入選 宮尾 奈都恵 倉敷市 Ⅰ期

１８３１ 入選 宮川 操 岡山市 Ⅱ期

１７２９ 入選 三宅 晴風 倉敷市 Ⅱ期

１５４３ 入選 三宅 美恵子 倉敷市 Ⅱ期

１４９１ 入選 三宅 由加 岡山市 Ⅱ期

１５０５ 入選 三宅 由佳 井原市 Ⅱ期

１１６３ 入選 宮座 雅治 井原市 Ⅰ期

１１０３ 入選 宮崎 章江 備前市 Ⅰ期

１６７６ 入選 宮崎 千峰 瀬戸内市 Ⅱ期

１７３４ 入選 宮地 弘園 倉敷市 Ⅱ期

１０１１ 入選 宮田 桃花 岡山市 Ⅰ期

１０９４ 入選 村松 翠苑 岡山市 Ⅰ期

１３９１ 入選 毛受 美月 倉敷市 Ⅱ期

１８７２ 入選 餅米 清子 和気町 Ⅱ期

１６８９ 入選 本林 利華 倉敷市 Ⅱ期

１１７５ 入選 森 絢子 岡山市 Ⅰ期

１７０６ 入選 森 美佐子 岡山市 Ⅱ期

１３３７ 入選 森田 艸玉 倉敷市 Ⅱ期

１００６ 入選 森田 千佐子 岡山市 Ⅰ期

１１０６ 入選 森原 桂子 岡山市 Ⅰ期

１４４４ 入選 森本 佳舟 岡山市 Ⅱ期

１４７０ 入選 森本 邦子 瀬戸内市 Ⅱ期

１３２４ 入選 守屋 華真 笠岡市 Ⅱ期

１０７９ 入選 守屋 江舟 倉敷市 Ⅰ期

１０８１ 入選 守屋 芙舟 倉敷市 Ⅰ期

１４６２ 入選 守屋 万里子 岡山市 Ⅱ期

１７９０ 入選 森山 芳華 岡山市 Ⅱ期

１６７４ 入選 森脇 重園 倉敷市 Ⅱ期

１３１５ 入選 安井 康子 井原市 Ⅱ期

１７４６ 入選 安田 輝子 岡山市 Ⅱ期

１１０７ 入選 矢田 和子 岡山市 Ⅰ期

１６０２ 入選 八塚 由子 赤磐市 Ⅱ期

１００７ 入選 矢吹 幸子 岡山市 Ⅰ期

１０２８ 入選 矢吹 真弓 総社市 Ⅰ期

１０８２ 入選 矢部 恵美子 岡山市 Ⅰ期

１５２３ 入選 矢部 恵 笠岡市 Ⅱ期

１３６６ 入選 山形 芳子 備前市 Ⅱ期

１７５５ 入選 山﨑 綾佳 備前市 Ⅱ期

１３０７ 入選 山田 明美 倉敷市 Ⅱ期

１８４６ 入選 山田 澄子 岡山市 Ⅱ期

１１０１ 入選 山田 美知子 岡山市 Ⅰ期
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１５０４ 入選 山成 治子 井原市 Ⅱ期

１７６７ 入選 山室 京子 井原市 Ⅱ期

１４３５ 入選 山本 淳子 岡山市 Ⅱ期

１８３４ 入選 山本 和子 岡山市 Ⅱ期

１３１０ 入選 山本 澄江 井原市 Ⅱ期

１００３ 入選 山本 たか子 笠岡市 Ⅰ期

１８４７ 入選 山本 千里 岡山市 Ⅱ期

１７９８ 入選 山本 忠園 倉敷市 Ⅱ期

１７９５ 入選 山本 照子 倉敷市 Ⅱ期

１７０３ 入選 山本 浩美 岡山市 Ⅱ期

１７６０ 入選 矢用 信子 備前市 Ⅱ期

１２２０ 入選 幸 綾子 岡山市 Ⅰ期

１６９７ 入選 柚木 聖子 岡山市 Ⅱ期

１１８９ 入選 横田 陽子 総社市 Ⅰ期

１０３３ 入選 横畑 知子 岡山市 Ⅰ期

１６７０ 入選 吉川 秀美 倉敷市 Ⅱ期

１７０８ 入選 吉田 華菜 岡山市 Ⅱ期

１６９５ 入選 吉田 有希 岡山市 Ⅱ期

１０２５ 入選 吉春 玲子 岡山市 Ⅰ期

１１５８ 入選 吉水 彩子 井原市 Ⅰ期

１３４９ 入選 渡辺 邦子 備前市 Ⅱ期

１３１７ 入選 渡邉 淡雅 井原市 Ⅱ期

１６９２ 入選 渡邉 奈央 岡山市 Ⅱ期

１０１５ 入選 渡邊 裕江 井原市 Ⅰ期
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